
◆第３回キャビネット会議報告

◆次期地区ガバナー・第一副地区ガバナー・

　第二副地区ガバナー候補者紹介

◆第99回ライオンズクラブ国際大会in福岡のご案内

◆第62回年次大会開催要項

◆ライオンズクラブ少年剣道錬成大会第24回報告（和賀LC）

◆新会員オリエンテーション報告（3R2Z ZC）

　ライオンズクラブに入会して（平泉LC、盛岡LC）

◆1月のアクティビティ 他
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　今期のキャビネットがスタートして早や8ヶ月、第62

回の年次大会も間近に迫ってきました。第3回キャビ

ネット会議は2月17日（水）にL金野幸造第一副地区ガ

バナーのお膝下一関市の「ベリーノホテル一関」にお

いて88名の参加を得て盛大に開催されました。

　会議に先立ち午前11時から開かれた第3回ゾーン

チェアパーソン会議は地区キャビネット役員及びゾー

ンチェアパーソン参加のもと、キャビネット会議の案件

が報告されました。

　なお、夏季YCE生来日生受け入れ家庭の募集、

アワード申請の方法、第3回諮問委員会の開催など、

ゾーンチェアパーソンが取りまとめて報告するよう説

明され、予定通り正午に閉会されました。

　午後1時からのキャビネット会議は、L福岡勝夫筆

頭副幹事の司会で進められ、筒井學地区ガバナー

は、挨拶で喫緊の課題である会員増強に言及され、

332-B地区の今期会員純増11名は332複合で最下位

であり、クラブ役員がリーダーシップを発揮して役員

自ら率先して一人でも多くの会員を獲得してほしい、

会員増強をさらに強力に推進してほしいと訴えておら

れました。

　その後、複合地区ガバナー協議会の報告、タイ

国で開催されたリーダーシップ研究会、地区GLT・

GMT・FWT・百周年記念の各コーディネーターからの

活動報告がありました。その中で、今期44名の新会

員が入会しても退会者33名が出たことから、退会者

には賛助会員としてクラブに残るよう働きかけて退会

防止に努めてもらいたい、またクラブ構成員の男女比

率をみると女性会員がまだまだ少なく、女性ならでは

の活動もあるので女性会員のリーダーを育ててもらい

たいと助言を受けました。

　百周年記念コーディネーターからは、①地域にア

ピールする事業②地域にプレゼントする事業③地域

にインパクトを与える事業を基本に、来年の百周年記

念事業に取り組んでほしいとの提案がありました。

　地区運営報告では7〜12月の上半期の活動報告、

次期地区ガバナー、第一・第二副地区ガバナーの立

候補者の承認、会計報告など全て原案通り承認され

た後、第62回年次大会運営事案も満場一致で採択

されました。

　終了後の懇親会は、地区名誉顧問L高橋幸喜の

乾杯で始まり、各クラブの運営などに花を咲かせ、和

やかにライオンズローアを三唱して終わりました。

第3回 キャビネット会議開催
東和猿ヶ石ライオンズクラブ　L 小川 洋征
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【第1号議案】 
次期地区ガバナー立候補者承認の件

次期地区ガバナーとして、一関中央ライオンズクラブ

所属 L金野幸造から立候補届出書の提出があり、選

出手続きに基づいて承認を得たい。

併せて第62回年次大会議事規則11、（1）＜ロ＞項に

よる代議員の承認を求めることとしたい。　　

原案通り承認

【第2号議案】
次期第一副地区ガバナー立候補者承認の件

次期第一副地区ガバナーとして、住田ライオンズクラ

ブ所属 L森谷潤から立候補届出書の提出があり、選

出手続きに基づいて承認を得たい。

併せて、第62回年次大会議事規則11、（2）、＜ロ＞項

による代議員の承認を求めることとしたい。　

原案通り承認

【第3号議案】
次期第二副地区ガバナー立候補者承認の件

次期第二副地区ガバナーとして、宮古岩手ライオンズ

クラブ所属 L菅田正義から立候補届出書の提出があ

り、選出手続きに基づいて承認を得たい。

併せて、第62回年次大会議事規則11、（3）、＜ロ＞項

による代議員の承認を求めることとしたい。　

原案通り承認

【第4号議案】
2015〜2016年度上半期会計報告並びに監査報告の件

2015〜2016年度上半期会計報告について承認を得

たい。

原案通り承認

【第5号議案】
第62回年次大会の運営要項承認の件

下記の通り、承認を得たい。

(1)運営方針、(2)組織表、(3)代議員会議事規則、

(4)代議員会議事運営要領、(5)代議員会議事運営構

成表、(6)年次大会概算予算　　

原案通り承認

議案審議　第1号議案から第8号議案まで上程され、筒井ガバナーの議長のもと慎重な審議がなされた。
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【第6号議案】
第62回年次大会の代議員会提出議案承認の件

下記の通り、承認を得たい。

1. 資格審査委員会

第1号議案　  大会代議員の資格を審査し代議員会

成立を確認する件　　　　

2.議事運営員会

第1号議案　  代議員会の議事運営について承認を

求める件

3.指名選挙委員会

第1号議案　 2016〜2018年度国際理事立候補者推

薦を求める件

第2号議案　 次期地区ガバナー選出の件

第3号議案　 次期第一副地区ガバナー選出の件

第4号議案　 次期第二副地区ガバナー選出の件

第5号議案　 次期地区年次大会開催地及びホストク

ラブ決定の件

4.代議員会

第1号議案　 国際平和ポスターコンテストへの参加

促進を図る件

第2号議案　 第99回国際大会並びに第55回東洋東

南アジアフォーラムへの参加促進の件

第3号議案　 LCIFへの献金協力の件

第4号議案　 2016〜2017年度地区費の徴収金額の承

認の件

  前年通り会員一人当たり月額950円とし

たい。

第5号議案　 2016〜2017年度大会費の徴収金額の

承認の件

  前年通り会員一人当たり月額200円とし

たい。

第6号議案　 332-B地区2014〜2015年度各種会計決

算の報告と承認を求める件

第7号議案　 332-B地区2015〜2016年度各種会計の

上半期決算の報告と承認を求める件

第8号議案　 クラブエクステンション並びに会員増強

を推進する件

第9号議案　 2016〜2017年度の地区アクティビティス

ローガンを下記の通りとしたい。「百周

年 次世代へ結ぶ絆で ウィサーブ」（一

関中央LC提案）

第10号議案　 国際地球デーの件 4月22日を一斉アク

ティビティの日としたい。

第11号議案　 「ひかりの箱」募金活動の継続を求め

る件

第12号議案　 ライオンズクエストプログラムを推進す

る件

第13号議案　 2016〜2017年度332複合地区緊急援

助積立金の徴収を求める件

第14号議案　 2016〜2017年度地区緊急援助積立金

徴収の確認を求める件

第15号議案　 2020年東京オリンピック・パラリンピッ

ク協力金拠出の確認を求める　　　　　

原案通り承認

【第7号議案】
第62回年次大会アワードの件

原案通り承認

【第8号議案】
第4回キャビネット会議開催の件

期 日　2016年6月9日(木)

場 所　 花巻市

 ホテルグランシェール花巻

原案通り承認
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所　　属 3R2Z 一関中央ライオンズクラブ
生 年月日 1948年2月12日生（68歳）
自　　宅 〒021-0901 岩手県一関市真柴字中田105番地16
勤  務  先 〒021-0871 岩手県一関市八幡町5番6号
勤  務  先 金野幸造税理士事務所
役  職  名 所長
学　　歴 明治大学大学院経営学研究科修了
家　　族 妻 金野寿美子

1982年10月　	 入会
1987年7月〜1988年6月	 キャビネット副会計
1988年7月〜1989年6月	 一関中央ライオンズクラブ　幹事
1995年7月〜1996年6月	 一関中央ライオンズクラブ　会長
1996年7月〜1997年6月	 地区指導力育成委員長
2008年7月〜2009年6月	 ゾーン・チェアパーソン（3R2Z）
2014年7月〜2015年6月	 332−B地区第二副地区ガバナー
2015年7月〜2016年6月	 332−B地区第一副地区ガバナー

地
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ぞ う

候補者名

L 金野 幸造のご紹介

ライオン歴

　金野幸造ライオンは、経験・見識・人格とも

に優れ、アクティビティに情熱を注ぐ行動力の

あるライオンです。また会員増強にも力を入れ

ており、家族会員制度が出来た時には、先頭

に立って家族会員の入会を推進して頂きまし

た。そして当クラブの第一号の家族会員は、金

野幸造ライオンの奥様でした。

　お仕事は、金野幸造税理士事務所を営んで

おり、日々税務に関する業務をこなしながら、

税理士会や商工会議所の重責も担われており

ます。

　当クラブにおいては様 な々役職を歴任し、

1995年7月第18代会長職を務めるなどクラブ運営

にもご尽力頂きました。1982年10月の入会であり、

ライオン歴は優に30年を超えております。

　1996〜1997年には地区指導力育成委員長と

して、2008〜2009年には3R2Zのゾーン・チェア

パーソンとして、リーダーシップを発揮しゾーン

内5クラブメンバーを「ウィサーブ」へと導いて

下さいました。

　強い正義感・責任感を持って常にその時々

の課題に正面から誠実に取り組み、ライオン

ズとしてのあるべき姿を追求して参りました。

もちろん友愛にも強い情熱を傾けてこられま

した。

　2016年度は、第一副地区ガバナーとして筒

井學ガバナーを補佐し、キャビネット会議やラ

イオンズ関係の各種会議に出席しながら、ご自

身の仕事と両立し、その職責を全うして下さっ

ております。

　そして2017年度は、332-B地区のガバナーと

して、全てのライオンが誇りを持って奉仕活動

が出来る環境づくりをしてくれるものと確信し

ております。その為にも3R2Zの5クラブが一丸

となって支え、盛り上げて参りますので、皆様

のご指導とご鞭撻、温かいご支援を心よりお

願い申し上げます。

一関中央ライオンズクラブ

会長　L 松倉 忠
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所　　属 4R2Z 住田ライオンズクラブ
生 年月日 1948年9月26日（67歳）
自　　宅 〒029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎44番地3
勤  務  先 〒029-2311 岩手県気仙郡住田町世田米字大崎52番地
勤  務  先 有限会社森谷材木店
役  職  名 代表取締役
学　　歴 慶応義塾大学文学部国史学科
家　　族 妻 森谷八千子

1993年7月	 入会
1996年7月〜1997年6月	 クラブ幹事
2001年7月〜2002年6月	 クラブ会長
2006年7月〜2007年6月	 ゾーン・チェアパーソン（4Ｒ2Ｚ）
2007年7月〜2008年6月	 地区YE副委員長
2008年7月〜2009年6月	 地区YEレオ・ライオネス委員長
2009年7月〜2010年6月	 地区YE実行委員長
2010年7月〜2011年6月	 クラブ会長
2015年7月〜2016年6月	 332-B地区第二副地区ガバナー
2015年7月〜2016年6月	 332複合	GLT副コーディネーター兼LCIF副コーディネーター

　住田ライオンズクラブは会員48名の小さなク

ラブです。

　我がクラブから初めて第一副地区ガバナー

を輩出できることは大きな慶びとともに懸念もあ

りますが、4R2Zの皆様のご指導ご支援をいた

だきながら住田ライオンズクラブ会員一同一丸と

なって第一副地区ガバナーを支えてまいります。

　L 森谷潤は慶應義塾大学を卒業後家業の

（有）森谷材木店に入社し、その後陸前高田青

年会議所理事長、住田町教育委員など歴任

し、現職は（有）森谷材木店代表取締役、三

陸木材高次加工協同組合監事、住田町商工

会理事などで活躍されています。

　住田ライオンズクラブには、1993年に入会以

来クラブ幹事、会長、キャビネット関係では、

4R2Zゾーン・チェアパーソン、地区YE副委員

長、地区YEレオ・ライオネス委員長、地区YE

実行委員長など歴任しています。

　L 森谷潤がクラブ幹事のときに始めた町内

すべての保育園でのクリスマス子供会は昨年

で20年継続して実施し、その後の節分豆まき

行事は今も続けて実施しています。

　住田町の人口は5,874人でそのうち成人が

5,203名です。成人人口の1％以上の53名の会員

を目指して会員増強アスクワンに取り組む姿勢な

ど、体は小柄ですが内に秘めた情熱は大きく常

にクラブの先頭に立ち温厚、実直な人柄です。

　2015年7月には、ハワイのホノルルでの国際大

会に5泊6日の日程で第二副地区ガバナーエレク

トとして参加、12月にはタイのバンコクでの上級

セミナーに日本から35名の第二副地区ガバナー

とともに参加、東京での第一・第二副地区ガバ

ナーセミナーの参加。そして332-B地区のガバ

ナー公式訪問など、家業の材木店は奥さんや

従業員に任せてライオンズの職責を全うする情

熱を傾けています。

　L 森谷潤は第一副地区ガバナーとしての重

責を果たされるものと確信いたします。

　332-B地区の皆さん、そして4R2Zのライオン

ズクラブの皆様、どうか温かいご協力・ご支援

を心よりお願い申し上げます。

住田ライオンズクラブ

会長　L 佐々木 初雄
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L 森谷 潤のご紹介

ライオン歴
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所　　属 5R1Z 宮古岩手ライオンズクラブ
生 年月日 1958年4月26日（57歳）
自　　宅 〒027-0021 岩手県宮古市藤原三丁目4番11号
勤  務  先 〒027-0021 岩手県宮古市藤原三丁目4番11号
勤  務  先 有限会社すがた
役  職  名 代表取締役
学　　歴 大正大学文学部文学科
家　　族 妻 菅田さちえ

2002年5月	 入会（陸中宮古ライオンズクラブ）
2005年7月〜2006年6月	 クラブ幹事
2006年7月〜2007年6月	 クラブ会計
2006年7月〜2007年6月	 クラブ理事
2007年7月〜2008年6月	 クラブ理事
2008年7月〜2009年6月	 クラブ会長
2009年10月31日	 退会
2015年1月	 入会（宮古岩手ライオンズクラブ）
2015年7月〜2016年6月	 クラブ会長兼ゾーン・チェアパーソン（5R1Z）
	

　宮古岩手ライオンズクラブは、小さなクラブ

ですので果たしてこの重責を全うできるかとい

う心に葛藤を生じる中でしたが、5R1Zの皆様

のご指導とご支援を頂きながら一丸となって

候補者を支えることと致しました。

　菅田正義ライオンは、地元の宮古商業高校

を卒業後、大正大学に進み、1981年3月に卒

業、実家『（有）すがた』を継ぎ現在に至ってお

ります。

　現在役職は、宮古商工会議所議員、宮古市

観光文化交流協会理事、宮古市多良間会会

長、日報宮古広華会会長などであります。

　家業の『（有）すがた』では、2011年3月の東

日本大震災で、工場の設備が新設間もないと

ころを震災に遭い、全国、世界のライオンズク

ラブの皆様より支援を頂きました。市内内陸部

に工場を新設し、ライオンズの皆様に感謝する

とともにライオンズに復帰し、お世話になった

ライオンズの皆様に恩返しがしたいとの思いで

立候補したと聞いています。

　菅田正義ライオンは、ライオン歴は浅いです

が、父（故）菅田正一ライオンの後ろ姿を見な

がら育ったので、ライオンズの精神は身につい

ております。

　普段は明るく、人付き合いが良く、お酒を愛

し、カラオケを楽しむ人です。

　菅田正義ライオンは、ライオンズの友愛と相

互理解と平和と自由を守り、社会奉仕に精進

することでしょう。

　332-B地区のライオンズクラブの皆様、5R1Z

のライオンズクラブの皆様、どうか温かいご協

力を心からお願い申し上げます。

宮古岩手ライオンズクラブ

会計　L 赤松 五十松
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L 菅田 正義のご紹介

ライオン歴
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第99回 ライオンズクラブ国際大会 in 福岡2016
332-B地区推薦コースのご案内

	 ライオンズクラブ国際協会332-B地区	 地区ガバナー　筒井　學
	 	 地区国際協調・大会参加委員長　阿部　正弘

　日本では14年ぶりの開催となる福岡国際大会まであと４ヶ月となりました。
　2016年6月24日〜28日までの5日間、日本では東京、大阪に続き4度目の記念すべき第99回国際大会が福岡で開
催されます。日本はもとより、全世界からたくさんのライオンが集う大きな大会となるのは言うまでもありません。

スローガン 「動き出そう！人々のために、世界のために」 Do for People Do for World
　私ども332-B地区としても多くの方々に参加していただき、福岡国際大会が感動的で有意義な誇るべき大会となるよ
うに盛り上げて参りたいと思っております。
　大会に参加される皆様へのご案内として、「332-B地区推薦コース」をご用意致しましたので多数の参加を賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます。

■インターナショナル・パレード
　24日に大会サービスセンターがオープンし、いよい
よ国際大会が始まります。大会の華、インターナショ
ナル・パレードは25日に行われ、博多どんたくと同じ
明治通りを行進することになります。当日は土曜日と
いうこともあり大勢の市民がその様子を目にし世界中
のライオンズと触れ合う機会ともなります。
　パレード解散地点の天神中央公園ではホストクラ
ブによる80店ほどのライオンズ・マーケットが行われ
市民や観光客も交え盛大に皆様方を迎えていただけ
ることでしょう。

■ガバナー主催の「332-B地区の夕べ」
　26日は、ヤフオク！ドームでの開会式、マリンメッセ
福岡では、国際本部を始めとする各種展示コーナー
が設けられます。開催地は、博多、中洲、天神といっ
た繁華街にも近く、ご当地グルメ（博多ラーメン、辛
子明太子、海鮮料理など）が楽しめます。
　夜は、福岡市内のホテルにおいて筒井ガバナー主
催の夕べが開催されます。
　美味しい料理とお酒をいただきながら皆様と語り合
い、親睦と友情を深めてまいりたいと思っております。

■インターナショナル・ショー
　パレードがある25日の夜に、福岡ヤフオク！ドー
ムにおいて日本を代表する和太鼓グループ「DRUM	
TAO（タオ）」と、シンガーソングライター谷村新司氏
が出演します。
　TAOは、世界22か国で650万人を動員した、迫力あ
るステージを見せてくれるはずです。また、アジアでも広
く人気を得ている谷村氏ですが、今回は九州交響楽団
と共演する楽しみなステージが期待されます。

■オプショナルツアー
　九州の魅力を味わっていただくために、26日、27日
の両日にはオプショナルツアーをご用意しております。
　九州各地には、自然や歴史、食やゴルフといった観
光を楽しむことができます。
　今後、参加者のご意見を聞きながらご婦人方にも
喜んでいただけるツアーにして行きたいと思っており
ますので多数のご参加をお待ちしております。

■投票及び閉会式
　大会最終日の投票は、マリンメッセ福岡で行われ、その後、福岡ヤフオク！ドームで閉会式行事（国際会長・地区ガ
バナー就任宣誓式）が行われます。
　国際大会を、そして福岡の魅力を存分に体感し、感動して、心のお土産を持ち帰っていただきたいと思っております。
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◇旅行期間・旅行代金（シングルルームご利用） 《午前便出発》《夕刻便出発》

●【3泊4日コース】平成28年6月24日（金）〜27日（月）	 ●お一人様　105,000円	 100,000円
●【4泊5日コース】平成28年6月24日（金）〜28日（火）	 ●お一人様　116,000円	 113,000円

◇利用ホテル（予定）
　HOTEL	AZ	福岡和白店	or	博多グリーンホテルアネックス	or	冷泉閣ホテル川端

◇旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
（1）	下記、旅行日程表に明示された交通費、宿泊費、食事代（332-B地区の夕べ参加費含む）、消費税等諸税が含

まれます。
（2）	オプショナルツアー参加費のほか、旅行日程表に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は

含まれません。

※上記行程の発着時間は交通機関により変更になることがございます。
　平成28年1月22日　岩手県旅行業協同組合　Tel（019）656-5123　Fax（019）636-2277

3泊4日 4泊5日 滞在地（区間） 時　刻 日程 食事

1日目
6月24日（金）

1日目
6月24日（金）

花巻空港／福岡空港
08:55／10:10
16:20／19:30

◇午前出発：FDA352便⇒FDA305（＊名古屋小牧空港乗継）
◇午後出発：FDA356便⇒FDA313（＊名古屋小牧空港乗継）

【宿泊：福岡市近郊ホテル】

2日目
6月25日（土）

2日目
6月25日（土）

福岡市内滞在
10:00開始
10:00〜17:00
19:00〜20:15

ホテルにて朝食
◆インターナショナルパレード（集合地：冷泉公園予定）
◆展示ホール及び大会サービスセンター（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）
◆インターナショナルショー（福岡ヤフオク！ドーム）

【宿泊：福岡市近郊ホテル】

朝

3日目
6月26日（日）

3日目
6月26日（日）

福岡市内滞在

朝 ホテルにて朝食 朝
10:00〜13:00
10:00〜17:00
10:00〜18:00
14:00〜17:00

◆大会初日総会　会長講演、基調講演、国旗式
　インターナショナルパレード結果発表（福岡ヤフオク！ドーム）
◆展示ホール及び大会サービスセンター（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）
◆各種セミナー（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）

※別途、オプショナルツアーをご用意いたします。（日帰ツアー、ゴルフツアー等、後日発表）
18:30〜20:30 ◆332-B地区の夕べ

【宿泊：福岡市内ホテル】
夕

4日目
6月27日（月）

福岡空港／花巻空港  9:25／12:25
11:20／13:20

ホテルにて朝食
◇FDA302便⇒FDA353便（名古屋小牧空港乗継）
◇花巻空港到着後、解散

朝

4日目
6月27日（月）

福岡市内滞在

10:00〜12:30

10:00〜17:00
13:30〜15:00
13:30〜17:00
20:00〜22:00

ホテルにて朝食
◆大会二日目総会
　追悼式、第二副会長及び国際理事の指名（福岡ヤフオク！ドーム）
◆展示ホール及び大会サービスセンター（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）
◆メルビン・ジョーンズ・フェロー昼食会（福岡国際会議場）
◆各種セミナー（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）
◆ 元国際会長／元国際理事晩餐会
　及び地区ガバナー／元地区ガバナー晩餐会（ヒルトン・シーホーク・ホテル）

朝

※別途、オプショナルツアーをご用意いたします。（後日発表）
【宿泊：福岡市内ホテル】

5日目
6月28日（火）

福岡市内滞在

福岡空港／仙台空港
福岡空港／新幹線各駅

 7:30〜10:30
10:00〜13:30

17:00／18:40
／21:43

ホテルにて朝食
◆投票及び大会サービス・センター（マリンメッセ福岡・福岡国際会議場）
◆ 大会最終総会　2016〜2017年度国際会長就任宣言式、国連旗贈呈式、

2016〜2017年度地区ガバナー就任宣誓式（福岡ヤフオク！ドーム）
◇ANA1277便（直行便）仙台空港へ。
◇到着後、空港アクセス⇒新幹線（途中駅下車）にて盛岡駅まで。解散

朝

行程表（暫定版）
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［登録料］
L 10,000円 ／ 家族会員、LL、LS、事務局員 8,000円 ／ レオ 2,000円

［親睦ゴルフ大会］
2016年5月7日(土)　盛岡南ゴルフ倶楽部　登録料 3,000円

［ホストクラブ］
2R1Z　花巻東ライオンズクラブ、花巻ライオンズクラブ、紫波ライオンズクラブ、石鳥谷ライ
オンズクラブ、大迫早池峰ライオンズクラブ、東和猿ヶ石ライオンズクラブ、矢巾ライオンズク
ラブ (第61回年次大会決議済）

332-B地区 第62回年次大会開催要項

ライオンズクラブ国際協会会長山田實紘Lの指導の
下、ガバナー筒井 學Lを中心に運営されてきた332-B
地区も、いよいよ年次大会を迎えることとなりました。
当花巻出身の宮沢賢治は、数多くの作品、足跡を残し
ております。
中でも「雨ニモマケズ」で始まるあの詩が心に残り
ます。
「雨ニモマケズ 風ニモマケズ …… アラユルコトヲ ジ
ブンヲカンジョウニ入レズニ …… ミンナニデクノボー

トヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ ソウイウモノ
ニ ワタシハナリタイ」そして「世界が全体 幸福になら
ないうちは 個人の幸福はあり得ない」とも。
まさに奉仕の心そのものではないでしょうか。
賢治先生の奉仕の精神を心に刻み、ガバナーテーマ
「思う心 それを行動に！」を胸に秘め、この年次大会
が、会員皆さんの絆を深め、被災地復興の助力となる
よう、そして今後一層より良いアクティビィに邁進する
事を確認する大会としましょう。

332-B地区第62回年次大会開催の主旨

2016年5月15日(日)　花巻市総合体育館
日程

［代議員会］
受 付  8:40 〜 9:00
委 員 会 9:00 〜 9:20
 ◆資格審査委員会
 ◆議事運営委員会 
 ◆指名選挙委員会
開 会 式 9:25〜9:50
投票・休憩 9:50〜10:15
決 議 会 10:15〜11:00

［セミナー］
時 間    9:30〜10:30

［大会式典］
受 付 10:30〜11:00
式 典 11:10〜12:30

［祝賀会］
時 間 12:40〜14:40

大会テーマ

家族と共にアクティビティ

強い絆　より良き奉仕で　新しい風
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　平成27年11月1日に北上市立和賀西小学校をお

借りして第24回目のライオンズクラブ少年剣道錬成

大会を開催させていただきました。332-B地区2R・

2Zは4クラブで構成されており、持ち回りで本年は

和賀ライオンズクラブが担当クラブになり無事開催

されました。先輩ライオン達より平成4年から継承さ

れ、幾多の困難により大会があやぶまれたこともあ

り、又アクティビティの変更を余儀なくされたこと等

様々に出来事があったようですが都度乗り越えて今

大会まで続けることが出来ました。

　小学校2年以下、3・4年生、5・6年生と個人・団体

戦そして中学生男女個人・団体戦とトーナメント方

式で行い、豆剣士たちの可愛らしく勇ましい、そし

て学年が上がるにつれて勇猛果敢な技を見せてくれ

ました。剣道を通した青少年の健全育成をめざし、

支援活動を継続してきたことに思いをはせる時、サ

ポート高校生の協力や会場準備看板設置など多く

の皆様から協力をいただきましたことに感謝の念が

多々湧いてまいります。地区ガバナーをはじめとして

市教育委員会・市体育協会・北上警察署・各新聞

社・各テレビ局に後援をお願いしており、特に岩手日

報社様には毎年賞品としてノートを提供していただ

いております。幾多の皆様の厚いご支援で長きにわ

たり続けてこられたことに感謝し、今後も北上4クラ

ブの合同アクティビティとして継承されることを願っ

ております。

「ライオンズクラブ

　少年剣道錬成大会第24回」報告
和賀ライオンズクラブ 教育委員長 L 髙橋 伸夫
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　ゾーン内新会員のオリエンテーションを11月20日、つ

ぼ八一関インター店で開催しました。

　今年度は、平泉LC所属 L佐藤薫・L千葉和彦、一関

中央LC所属 L緑川博文・L千葉美樹、一関厳美渓LC

所属 L菅原哲也・L千葉繁樹の6名が参加しました。

　最初に、10分程度の概略説明を、下記の内容でおこ

ないました。

　新会員オリエンテーションでは、「ライオンズ・スクー

ル初級編:ライオンズクラブ入門」第3版第5刷の、テキス

トを使用します。（各自お持ち帰りいただき、今後の参

考にしていただければ幸いです）

❶�ライオンズクラブは138万人の会員を有する世界
最大かつ最も活動的な社会奉仕組織です。

 ▶ 日本は123,379人（2015.9.30現在） 
❷ 会員になるための資格は「善良な徳性の持ち主であ

り、地域社会において声望のある成人であること」
そして「会員の入会は招請のみ」とされています。

❸自分を名乗る ……… ライオン○○○○
 相手に対して ……… ○○○○ライオン
❹ライオンズクラブは、お金がかかる?
❺ 例会に出席し、仲間たちと楽しい時間を共有でき

ます。また、他クラブとの交流など「いろんな人と
のつながり」が広がります。

❻ クラブ例会に出席することに努力すべきですが、
ムリの無い範囲で出席してください。

  クラブのアクティビティに積極的に参加しましょ
う。We Serve（われわれは奉仕する）。

❼ 2014年国際協会はクラブ例会のあり方を見直し
ました。（あなたのクラブ、あなたのやり方で）

 ▶  クラブは会員のニーズに合わせて、有意義な例
会を作るよう提案しています。

 ａ） 厳格な式次第に従いプロトコールや儀礼を重
視する伝統的タイプ。

 ｂ） サイバークラブとも呼ばれるテクノロジーを駆
使しカジュアルな交流目的のつながり重視タ
イプ。

 ｃ） 伝統重視の例会を開きコミュニケーションは
Ｅメールなどを使う混合タイプ。

　 

　概略説明の後、各クラブの三役、新会員のスポン

サーも参加し、総勢28名が3組に分かれ「新会員の、

質問・意見に答える」をテーマに、「グループディスカッ

ション」をおこないました。色 な々話題で盛り上がりラ

イオンズの理解度が深まったことと思います。

　一方的な説明より分かりやすかった、との感想でし

た。新会員の皆様、これからムリせず自由スタイルで、

一緒に楽しい活動をしていきましょう。

新会員オリエンテーション報告
3R2Z ZC L 佐田 弘孝
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　2014年7月に伊藤英明ライオンに勧められて入会さ

せていただきました。

　私は、常に転勤を伴う仕事をしている関係で、ライオ

ンズクラブには十数年前に岡山県で約3年間入会して

おりました。

　その当時はクラブ最年少で、社会奉仕の重要性と

いったことにも十分に認識しておらず、ただクラブ行事

に参加しているだけの会員であったように思います。

　今回、入会させていただくにあたり、（大げさです

が）2 つのことを心に決めて入会しました。

　一つは、例会やクラブ行事は可能な限り必ず参加する

こと。もう一つは、クラブから何か依頼を受けたら、これ

も必ず二つ返事でやらせていただこう。ということです。

　仕事の都合で例会や行事に参加できないこともあ

りますが、現時点では何とか守れているかな、と思っ

ています。

　私のような転勤を伴う職業を持っている者は、全国

各地に転勤しても、会社の中にしか世界がない状態に

陥りがちですので、知らず知らずのうちに視野が狭くな

りがちです。

　そうならないためにも、ライオンズクラブを通じて交

流を広げ、深めさせていただきたいと思います。

　盛岡LCは、入会を勧めていただいた伊藤英明ライ

オンや、「新会員オリエンテーション」でもご指導いた

だいた宮田謙ライオンを始め、鷹揚で懐が深く尊敬で

きる方が多く、また人間的に魅力ある方が多くいらっ

しゃって、例会やクラブ行事に参加して様 お々話を聞く

ことが楽しみです。

　入会させていただいたことに感謝し、微力ですがクラ

ブの活動に少しでも貢献できるように努力して参ります。

　皆様はじめまして、2015年度より平泉ライオンズクラ

ブの新会員になりました。よろしくお願いします。

　私は同年4月に平泉郵便局に転勤してまいりました。

日本郵便（株）は11月より上場企業になったとはいえ、

公共性・公益性の強い企業であり、郵政グループの理

念である「地域のお客さまの生活支援・幸せを目指す」

「社会貢献・地域貢献」はライオンズクラブ様の目的

である「相互理解の精神」「奉仕の心」は大変共感す

るところであります。

　私自身は以前に平泉に数年間勤務していたとはい

え、わからないことばかりなのですがクラブのL加藤会

長はじめ会員のみなさまに平泉の地域・行事・しきた

り、風習など色 と々親切丁寧にご指導いただきまして

とても感謝しています。

　例会やオリエンテーション等で聞き慣れない用

語にまだまだ戸惑っております。「ガバナー？」「ゾー

ン・チェアパーソン？」「テール・ツイスター？」「ド

ネーション？」等々、また表彰された時はライオンら

しく「ガオー！」だと思っていましたが「オー！」だと

か、「また会う日まで」は尾崎紀世彦さんには全く

関係ないとか（笑）。今後皆様と「ウィ・サーブ（We 

Serve）」を繰り返し、勉強していきたいと思います。

　なにとぞ今後ともご指導賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

新会員オリエンテーションに参加して
平泉ライオンズクラブ　L 千葉 和彦

ライオンズクラブに入会して
盛岡ライオンズクラブ　L 角川 晋
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1R1Z
盛岡LC 3日 レオクラブ主催「世界のカレンダー展」協力
盛岡不来方LC 2日、4日 レオクラブ主催「世界のカレンダー展」協力
盛岡中津川LC 2日、5日 レオクラブ主催「世界のカレンダー展」協力
盛岡観武LC 2日〜4日 レオクラブ主催「世界のカレンダー展」協力

盛岡南LC
2日、3日、5日 レオクラブ主催「世界のカレンダー展」協力

14日 紫波地区地域安全推進協議会へ協賛

滝沢LC 21日
「いわて車いすフレンズ」へ古切手寄贈
チャリティ益金寄贈

玉山姫神LC −
1R2Z

岩手LC 14日 岩手第7団ガールスカウトへ助成金拠出

二戸LC
25日 国際平和ポスター・コンテスト
28日 カシオペア青年会議所新年交賀会
29日 暴力団追放二戸地区民大会

西根LC 8日 八幡平市商工会新年交賀会
安代LC −

2R1Z

花巻LC
12月29日 献血推進活動

13日
2R1Z合同アクティビティ
釜石甲子仮設団地被災者と交流会

紫波LC

9日、10日 紫波町スポーツ少年団剣道大会激励
10日 献血推進活動

13日
2R1Z合同アクティビティ
釜石甲子仮設団地被災者と交流会

22日
チャリティバザー益金を
紫波町に寄付

石鳥谷LC
11日 花巻青年会議所賀詞交歓会
12日 国際平和ポスター・コンテスト
18日 献血推進活動

大迫早池峰LC 11日 第40回記念郷土いろはかるた大会
花巻東LC 7日〜15日 いわて国体協力事業

東和猿ヶ石LC 13日
2R1Z合同アクティビティ
釜石甲子仮設団地被災者と交流会

矢巾LC

6日
矢幅駅2カ所に

「貸与用雨傘」を補充

7日
2R1Z合同アクティビティ
釜石甲子仮設団地被災者と交流会

15日 矢巾町民劇場開催支援、協賛金支出

3R1Z

水沢LC
6日 LCIF＄1000献金
25日 使用済み切手　5312枚送付

江刺岩手LC

13日 玉里保育所　小正月行事（餅つき）
15日 江刺青年会議所新年交賀会

30日
奥州市体育協会体育連絡協議会
江刺区体育連絡協議会新年交賀会

30日〜31日
江刺岩手LC杯
フットボールカーニバル

前沢LC
10日 ライオンズ杯少年剣道大会

11日、26日、23日 小学生書初め大会
17日 献血推進活動

水沢中央LC 5日 駒形神社 清掃・安全祈願

金ケ崎LC
27日 使用済み切手 605枚送付

30日
金ケ崎町体育協会
創立60周年記念式典

胆沢岩手LC −
3R2Z

一関LC 8日 第37回青少年ライオンズ賞表彰式
平泉LC 16日 親子工作教室

花泉LC 23日
「さくらの園」
資源再利用品の収集支援

一関中央LC 13日 いわて学び希望基金
一関厳美渓LC −

4R1Z

千厩LC
22日 献血推進活動

25日
新聞配達者の為の
交通安全蛍光チョッキの寄贈

大東岩手LC 12月4日 献血推進活動
東山LC 26日 薬物乱用防止セミナー

藤沢岩手LC
10日 子ども郷土芸能発表会
15日 スポーツ少年団ボランティア活動支援

川崎岩手LC −
室根LC 1日 年賀タウン

4R2Z

大船渡LC
24日 声の図書館
29日 大船渡中学校に桜植樹

陸前高田LC 14日 ものづくり体験教室
住田LC 21日 金澤翔子後援会 協賛
大船渡五葉LC −

5R1Z

宮古岩手LC
11日 献血推進活動
21日 大熊手奉納実行委員会　1名出席

久慈LC −

陸中宮古LC

6日、7日
「Lions Questライフスキル教育
プログラム」ワークショップ開催

6日、12日 レディーの会奉仕活動
11日 献血推進活動
21日 大熊手奉納祭
29日 陸中宮古青年会議所「賀詞交歓会」

田野畑LC −
岩泉龍泉洞LC 5日 岩泉町交通指導隊出初式

2R2Z

北上LC

12月1日〜30日 資源回収リサイクル活動
12月25日 いわて学び基金に寄付
12月26日 献血推進事業

20日、26日 献血推進事業　3カ所

和賀LC

12月28日 資源回収
12月28日 献血推進活動　2カ所

6日 献血推進活動
20日 資源回収

北上国見LC
6日 献血推進活動
25日 使用済み切手　5800枚送付

江釣子LC
4日、10日 献血推進活動

13日 資源回収

1月のアクティビティ

14 　ライオンいわて2月号



5R2Z

釜石LC

12月23日

釜石市図書館へ図書寄贈
釜石フットボールクラブへ活動助成金贈呈
釜石商工吹奏楽部へ活動資金贈呈
釜石市へソーラ一式時計を寄贈

16日 釜石商工会議所創立30周年記念式典
20日 第415回LL奉仕活動
31日 青年会議所新年交賀会

遠野LC 20日
リサイクル品の回収
ライオンズ国際平和ポスター・コンテスト

釜石リアスLC 20日 使用済み切手　1000枚送付

大槌LC
17日 「大槌希望の灯」周辺の清掃
25日 LCIF＄1000献金

陸中山田LC
4日 山田町新年交賀会

10日 山田町成人式

訃 報

《家族会員》
岩手LC

故 L 佐々木 英子
享年78歳
（2007年3月入会）
2016年1月23日ご逝去

クラブ名 会員名（新入 / 再入 / 転入）
盛岡不来方 LC 須　藤　準　揮
盛岡中津川 LC 松　原　久　美
花巻 LC 川　村　静　江
石鳥谷 LC 岩　舘　　　仁

花巻東 LC
堀　川　公　業
堀　川　成　美

矢巾 LC 黒　田　嘉　寛

水沢中央 LC
佐　藤　一　成
藤　澤　明　規

遠野 LC 菊　池　由紀子

クラブ名 会員氏名 MJF 回数
水沢 LC 高　橋　俊　一 1
大槌 LC 小　川　一　展 1

1 月 新入会員一覧 1 月 LCIF ＄1000 献金

会員動向

ライオネスクラブ

西根LS 1日 八幡平市商工会新年交賀会

レオクラブ
盛岡LEO 3日〜5日 世界のカレンダー展

早池峰LEO 11日
第40回記念
新春郷土いろはカルタ大会

石鳥谷LEO −
北上LEO −
一関二高LEO −
釜石LEO −
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ア ク テ ィ ビ テ ィ  フ ォ ト グ ラ フ

遠野LC 前沢LC

ライオンズ国際平和ポスター・
コンテスト表彰式

第 17 回歳末たすけあい
チャリティーショー

住田LC 水沢中央LC千厩LC

駒形神社 清掃・安全祈願保育園の節分行事
新聞配達者の為の交通安全

蛍光チョッキの寄贈

二戸LC 大東岩手LC 大迫早池峰LC 宮古岩手・陸中宮古LC

国際平和ポスター・コンテスト 第40回記念郷土いろはかるた大会 献血推進活動

盛岡観武LC花巻東LC

平泉LC 東山LC 滝沢LC 盛岡レオクラブ

薬物乱用防止セミナー 世界のカレンダー展

献血推進活動

親子工作教室

いわて国体協力事業
レオクラブ主催

「世界のカレンダー展」協力

「いわて車椅子フレンズ」へ
古切手寄贈、チャリティ益金寄贈

《表紙の写真：いわて国体 正式競技：アイスホッケー（石鳥谷アイスアリーナ）》  　平成 28 年 1 月下旬にアイスホッケー競技が石
鳥谷アイスアリーナで行われました。「氷上の格闘技」とも呼ばれる迫力ある競技で、多くの観客を圧倒しました。
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　如月。1 年で一番寒い時期。衣服を一枚多く着て、寒さをし

のぐ時期であります。しかし、今年はどういうことか、例年に比

べ暖かく雪も少ない。大船渡ではすでに梅も咲いているとのこ

と。とても過ごしやすくていいのですが、何か起こるのではない

かと不安も多少感じます。そんな暖冬の中、石鳥谷町のたろし滝

が 4m70cm と測定され、作物は平年並みと発表されていますが、

その通りになってほしいと願うばかりです。

　ライオンズクラブの会員の方々の多大なるご協力をいただいて

いますことに心から感謝を申し上げます。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。

（ライオンいわて編集委員会　委員一同）

編 集 後 記
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